
ZEN English price chart Currency Japanese Yen (¥)
Registration fee ¥15,000

食事あり料金
※5％discount ※10％discount ※15％discount

Course Room 2days 3days 4days 1weeks 2weeks 3weeks 4weeks 8weeks 12weeks 24weeks

4MTM course
(2optional group 

class)

Single ¥35,000 ¥46,000 ¥57,000 ¥72,000 ¥114,000 ¥158,000 ¥195,000 ¥370,500 ¥526,500 ¥994,500
Double ¥29,000 ¥38,000 ¥47,000 ¥60,000 ¥93,000 ¥130,000 ¥160,000 ¥304,000 ¥432,000 ¥816,000
Triple ¥25,000 ¥33,000 ¥41,000 ¥53,000 ¥81,000 ¥113,000 ¥139,000 ¥264,100 ¥375,300 ¥708,900

6MTM course
(2optional group 

class)

Single ¥38,000 ¥51,000 ¥63,000 ¥79,000 ¥126,000 ¥175,000 ¥215,000 ¥408,500 ¥580,500 ¥1,096,500
Double ¥32,000 ¥43,000 ¥53,000 ¥67,000 ¥108,000 ¥146,000 ¥180,000 ¥342,000 ¥486,000 ¥918,000
Triple ¥28,000 ¥38,000 ¥47,000 ¥60,000 ¥93,000 ¥128,000 ¥159,000 ¥302,100 ¥429,300 ¥810,900

8MTM course
Single ¥41,000 ¥55,000 ¥68,000 ¥85,000 ¥137,000 ¥190,000 ¥235,000 ¥446,500 ¥634,500 ¥1,198,500
Double ¥35,000 ¥47,000 ¥58,000 ¥73,000 ¥122,000 ¥162,000 ¥200,000 ¥380,000 ¥540,000 ¥1,020,000
Triple ¥31,000 ¥42,000 ¥52,000 ¥66,000 ¥104,000 ¥145,000 ¥179,000 ¥340,100 ¥483,300 ¥912,900

食事なし料金
2days 3days 4days 1weeks 2weeks 3weeks 4weeks

¥1,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥8,000 ¥12,000 ¥16,000

※5％discount ※10％discount ※15％discount
Course Room 2days 3days 4days 1weeks 2weeks 3weeks 4weeks 8weeks 12weeks 24weeks

4MTM course
(2optional group 

class)

Single ¥34,000 ¥44,000 ¥54,000 ¥68,000 ¥106,000 ¥146,000 ¥179,000 ¥354,500 ¥510,500 ¥978,500
Double ¥28,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥56,000 ¥85,000 ¥118,000 ¥144,000 ¥288,000 ¥416,000 ¥800,000
Triple ¥24,000 ¥31,000 ¥38,000 ¥49,000 ¥73,000 ¥101,000 ¥123,000 ¥248,100 ¥359,300 ¥692,900

6MTM course
(2optional group 

class)

Single ¥37,000 ¥49,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥118,000 ¥163,000 ¥199,000 ¥392,500 ¥564,500 ¥1,080,500
Double ¥31,000 ¥41,000 ¥50,000 ¥63,000 ¥100,000 ¥134,000 ¥164,000 ¥326,000 ¥470,000 ¥902,000
Triple ¥27,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥56,000 ¥85,000 ¥116,000 ¥143,000 ¥286,100 ¥413,300 ¥794,900

8MTM course
Single ¥40,000 ¥53,000 ¥65,000 ¥81,000 ¥129,000 ¥178,000 ¥219,000 ¥430,500 ¥618,500 ¥1,182,500
Double ¥34,000 ¥45,000 ¥55,000 ¥69,000 ¥114,000 ¥150,000 ¥184,000 ¥364,000 ¥524,000 ¥1,004,000
Triple ¥30,000 ¥40,000 ¥49,000 ¥62,000 ¥96,000 ¥133,000 ¥163,000 ¥324,100 ¥467,300 ¥896,900

親子留学用
※最低年齢　4歳以上（あくまで、一人で大人しく授業を受けれるかどうか。お申込みの時点で要確認）

※保護者が一緒に授業を受講する場合は年齢の下限無し。授業料は大人一人分のみ。お子様用特別料金は無し。

宿泊費のみ・食事有り

Room 2days 3days 4days 1weeks 2weeks 3weeks 4weeks

Single ¥22,000 ¥29,000 ¥35,000 ¥42,000 ¥73,000 ¥101,000 ¥125,000

Double ¥16,000 ¥21,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥52,000 ¥73,000 ¥90,000
Triple ¥12,000 ¥16,000 ¥19,000 ¥23,000 ¥40,000 ¥56,000 ¥69,000

祝日割引 ※8週未満の方で滞在期間中祝日が含まれる場合 夜間マンツーマン授業 ※現地にて調整可能。返金無し 前泊・延泊料金 ※現地払い必須

MTM4 ¥3,500 事前払い 現地払い Single ₱2,000
MTM6 ¥4,500 一コマ1時間 ¥1,250 ₱500 Double ₱1,400
MTM8 ¥5,500 Tree ₱1,200

授業料計算方法

※1週間料金は実質授業日数5日分。通常日曜入寮～土曜卒業。イレギュラー有り。

※1週間未満のイレギュラーの場合、1週間の料金もしくはその他の超短期間の料金を元に計算＋1泊分の前泊料金（部屋タイプ別）。

【長期割引無し】※2週間以上のイレギュラーの場合、授業日数10日以下であれば2週間料金、11～15日は3週間料金、16～39日は4週間料金を元に計算。

【長期割引有り】※8週間～11週間は8週間料金、12週間～23週間は12週間料金、24週間～は24週間料金を元に計算。

例①：1人部屋食事あり / マンツーマン授業4時間 / 8 週間長期割引有り / 期間中に祝日2日間（祝日割引無効）

入学金： ¥15,000

授業料： ¥370,500

合計： ¥385,500

例②：2人部屋食事無し / マンツーマン授業6時間 / 2 週間 / 期間中に祝日2日間、祝日授業無し（祝日割引有効）

入学金： ¥15,000

授業料： ¥100,000

祝日割引2日： -¥9,000

合計： ¥106,000

例③：3人部屋食事あり / マンツーマン授業8時間 / 土日授業あり、実質授業日数7日間（月曜到着、火曜日入学～翌月曜卒業、火曜退寮）

入学金： ¥15,000

授業料： ¥72,800 ※2週間料金（10日間）×70%（7日分）

合計： ¥87,800 ※現地にて前泊料金1200ペソ徴収

例④：1人部屋食事あり / マンツーマン授業8時間 / 土日授業あり、実質授業日数4日間（金曜到着、土曜日入学～火曜卒業、水曜退寮）、再入学一年以内、夜間MTM授業2時間×3日間

入学金： ¥0

授業料： ¥68,000 ※現地にて前泊料金2000ペソ徴収

夜間MTM授業： ¥7,500

合計： ¥75,500

例⑤：2人部屋食事無し / マンツーマン授業4時間 / 7週間 / 期間中に祝日2日間、祝日授業無し（祝日割引有効）

入学金： ¥15,000

授業料： ¥252,000
祝日割引2日： -¥7,000

合計： ¥260,000



例⑥：親子留学 / 2人部屋食事有り/ お子様MTM授業6時間 / 保護者MTM授業4時間 / 授業日数4日間 / 祝日無し

入学金： ¥30,000

お子様用授業料： ¥53,000 ※授業時間外のお子様を監督して頂く為、

保護者用授業料： ¥47,000 　保護者様がお子様より長時間の授業を受講する事は認められない。

合計： ¥130,000 ※現地にて前泊料金2800ペソ徴収。（2人分）

例⑦：親子留学 / 2人部屋食事無し / お子様マンツーマン授業4時間 / 保護者授業無し / 1週間 / 祝日無し

入学金： ¥15,000 ※入学金、SSP、寮デポジット料金（3週間以上滞在者のみ）は授業を受けるお子様のみ

お子様用授業料： ¥56,000

保護者用宿泊料： ¥30,000

合計： ¥101,000


